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【１】  平成２３年度事業計画 

＜概 況＞ 

 当財団は、平成２１～２３年度の３ヶ年事業計画における重点事項として地

上・衛星放送のデジタル化に向けた事業を実施してまいりました。平成２０年

度から開始した全国地上デジタル放送受信状況調査事業に加え、平成２１年度

からは障害対策共聴地域の受信状況調査、平成２２年度には集合住宅受信状況

調査、ＮＨＫ共聴受信世帯へのデジタル放送受信状況調査およびＢＳデジタル

個別受信勧奨事業などを実施し、放送のデジタル化普及の達成にむけて取り組

んできました。 
 
 平成２３年７月２４日に地上アナログ放送が終了となります。この完全デジ

タル元年となる年に当財団は創立３０年を迎えます。当財団は引き続き、残存

するデジタル化難度の高い受信対象世帯のデジタル放送普及にむけた取り組み

や、デジタル化にともなう新たな難視の解消に貢献すべく最後まで全力をあげ

てまいります。 
 
 一方、デジタル化後の大規模な周波数再編にともなう新たなメディアおよび

サービスの開始にむけた具体的な展開が進んでいます。地上波によるマルチメ

ディア放送やホワイトスペース周波数を活用したサービスなどが、具体的事業

として実験・試行の段階にあります。さらにデジタル化を契機に、放送インフ

ラと通信インフラを結合させ、双方のサービスの高度化へむけた取り組みも具

体化してきています。制度整備も含めて情報メディア環境は大きな変革期を迎

えています。 
 
 ＮＨＫの技術開発成果を活用した社会貢献を使命とする当財団は、平成２３

年度は３ヶ年事業計画の最終年度として、ポスト完全デジタル時代も見据えて、

これらの情報メディア環境の変化に対応し、デジタル成熟期にむけた業務運営

を図ってまいります。また、これらの環境の変化を見通しながら、これまでに

培ってきた技術力と実績を生かし、ＮＨＫの技術開発成果をより広く活用でき

るよう新たな研究開発に一層努力するとともに、財団の基盤強化にむけた事業

運営に努めます。 
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 このため、NHK 共聴の光化対応設計業務、デジタル放送受信普及のための講

習会業務のほか、デジタル化により多様化する受信機性能調査や、辺地部・都

市部における低廉なギャップフィラーシステムやデジタル放送測定器の開発企

画などの業務を推進します。さらに、VHF-low 帯におけるマルチメディア放送

の実現にむけた調査・実験および規格化・標準化、ホワイトスペース周波数を

活用した新サービスの技術コンサル、無線伝送設備・システムの研究開発など

にむけた取り組みを推進します。 
 
 また、将来の放送システムとして開発が進められているスーパーハイビジョ

ンについては、２４年度のロンドンオリンピックを契機として、その実用化・

普及活動が大きく進展することが期待されています。当財団もこの活動に注力

してまいります。スーパーハイビジョンをはじめとする超高精細映像、眼鏡を

必要としない像再生型立体映像については国際的にも最先端をいく技術であり、

美術館・博物館展示システムなどの映像文化の発展への貢献のほか、生命・環

境分野での活用も広く期待されています。当財団のもつ超高精細映像撮像技術、

システム設計・施工技術のノウハウを活かして新たな事業展開を図るとともに、

その医療・産業応用を目指した研究開発についても積極的に取り組んでまいり

ます。このため、２１年度から実施している基礎研究開発業務を２３年度につ

いても継続し、数年後には小型で高性能なスーパーハイビジョン関連設備等の

実用化を目指します。 
 
 NHK 保有特許については、広く活用していただくための活動として周知業務

を一層推進するとともに、特にデジタル関連特許の活用にむけての業務展開を

図ります。また、ＮＨＫ放送技術の周知・普及活動については、マルチメディ

ア放送やホワイトスペース周波数を利用した新たなデジタル放送の展開にむけ

てデジタル技術講習会業務などを積極的に推進します。 
 
 これらの事業の実施にあたっては、一層効率的な業務運営を推進し公益法人

としての役割を積極的に果たしていきます。 
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〔平成２３年度の主な事業〕 

 
平成２３年度は、ＮＨＫの技術成果の応用開発、技術協力・特許の周知斡旋

の強化など、次の事項を重点に事業を進めます。 
   

○ 完全デジタル化達成にむけた地上デジタル放送の全国受信状況調査 
○ デジタル新メディア、超高周波数帯伝送設備の研究開発、技術コンサル 
○ スーパーハイビジョンの実用化にむけた技術設備開発、イベント展示 
○ 超高臨場感映像・音響による次世代美術館提示システムなどの研究開発 
○ 超高精細および超高感度撮像・伝送システムの医療・産業応用 
○ デジタル放送技術などの特許の周知斡旋業務 
○ 受信障害の予測など放送受信に関する予測・測定業務、画質評価 
○ 技術セミナーの開催など、デジタル技術を中心とした新技術の普及業務 
○ ＮＨＫエンジニアリングサービス「友の会」への放送技術の情報提供 

 
 
＜主な具体項目＞ 
 
１．ＮＨＫの技術成果に基づく技術協力 

 
 （１） 放送技術一般に関する技術協力 

・スーパーハイビジョン実用化設備開発および NAB、IBC 等への展示協

力 
・スーパーハイビジョンおよび 4K 映像の医療応用開発 
・超高感度カメラ、超高速度カメラによる計測・監視システムの応用開発 
・多様な立体映像システムの研究および応用開発 
・地上デジタル放送の普及促進にむけた共聴システムの設計支援 
・災害時対応簡易ギャップフィラーの実用化開発 
・新型地上デジタル放送受信レベルチェッカーの開発企画 
・公共機関の美術館・博物館等の高精細映像・音響設備の整備 
 

 
 （２） 国の研究開発プロジェクトなど公的機関への技術協力 

・高感度赤外線撮像および立体表示システムの研究開発 
・話速変換技術による高速音声提示システムの研究開発 
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２． 特許関連事業 
 
 （１） ＮＨＫ保有特許の出願および維持管理に関する業務 
 
 （２） 特許等実施許諾、技術協力の契約の交渉・締結・実施料収納業務 
 
３． 調査研究ならびに試験・評価関係業務 
 
 （１） 無線技術に関する業務 

・地上デジタル放送の普及促進にむけた全国受信環境調査 
・マルチメディア放送関連の技術研究・実験 
・ホワイトスペース特区事業関連の技術研究・実験 
・高周波数帯無線伝送設備の研究開発 
・超高層建造物および風力発電施設によるテレビ受信障害予測業務 
・中波放送の電波障害調査関連業務 

 
 （２） 映像・音響技術に関する業務 

・デジタル放送システム等に関する画質評価関連業務 
・高感度ハイビジョンカメラの宇宙環境試験 

 
 （３） 最新技術動向などの調査および技術コンサルティング業務 
 
４． 教育普及に関する事業 
 
 （１） ＮＨＫ放送技術の周知・普及、技術者養成のための活動、技術セミナー  

・最新放送技術普及のための技術セミナーの開催 
・創立３０周年記念技術セミナーの開催 
・電器店等へのデジタル技術周知のための受信技術講習会関連業務 

 
 （２） ハイビジョン・システム評価用標準画像の頒布 

・ハイビジョン・システム評価用標準動画像(第２版)、ＤＶＤ版システム

評価用標準動画像シリーズ、透過型ハイビジョン用標準画像などの頒布 
 
 （３） 「友の会」関連業務、機関誌ＶＩＥＷの充実 
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５． 広報活動 
 
  財団の事業活動について広く周知を図るため、ホームページやメールマガ

ジンにより最新情報を提供するなど、NHK 研究開発成果の一層の普及促進

にむけての周知活動を推進 
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【２】　平成２３年度収支予算
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（単位　　千円）

平成２３年度 平成２２年度 増　　　減

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入

（１）基本財産運用収入 300 300 0

（２）事業収入

技術協力収入 815,200 778,800 36,400

受託業務収入 586,200 581,900 4,300

教育普及業務収入 17,800 32,000 △ 14,200

（３）会費収入

友の会収入 7,200 7,600 △ 400

（４）雑収入

受取利息収入 600 1,800 △ 1,200

事業活動収入計 1,427,300 1,402,400 24,900

２．事業活動支出

（１）事業費支出

技術協力費支出 547,080 555,500 △ 8,420

受託業務費支出 89,700 90,000 △ 300

教育普及業務費支出 13,200 13,400 △ 200

友の会業務費支出 24,700 7,500 17,200

研究開発費支出 80,000 0 80,000

人件費支出 592,600 581,000 11,600

事業費支出計 1,347,280 1,247,400 99,880

（２）管理費支出

役員報酬支出 21,600 22,300 △ 700

人件費支出 39,200 32,200 7,000

広報費支出 1,400 700 700

舎屋費支出 11,790 12,300 △ 510

租税公課支出 30,900 30,000 900

共通管理費支出 47,400 45,700 1,700

管理費支出計 152,290 143,200 9,090

事業活動費支出計 1,499,570 1,390,600 108,970

事業活動費収支差額 △ 72,270 11,800 △ 84,070

科　　　　　　　　　　目

【２】　平成２３年度収支予算

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
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平成２３年度 平成２２年度 増　　　減

Ⅱ 投資活動収支の部

１．投資活動収入 0 0 0

投資活動収入計 0 0 0

２．投資活動支出

固定資産取得支出 4,000 4,000 0

財政安定資金積立金支出 70 100 △ 30

施設整備積立金支出 30 50 △ 20

退職給付引当預金積立金支出 30 50 △ 20

投資活動支出計 4,130 4,200 △ 70

投資活動収支差額 △ 4,130 △ 4,200 70

Ⅲ 財務活動収支の部

１．財務活動収入 0 0 0

財務活動収入計 0 0 0

２．財務活動支出

リース債務返済支出 600 600 0

財務活動支出計 600 600 0

財務活動収支差額 △ 600 △ 600 0

Ⅳ 予備費支出 3,000 7,000 △ 4,000

当期収支差額 △ 80,000 0 △ 80,000

前期繰越収支差額 636,600 787,900 △ 151,300

次期繰越収支差額 556,600 787,900 △ 231,300

（注）１ 収支予算書は平成１８年度から「公益法人会計における内部管理事項について」

（平成１７年３月２３日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事

会申合せ）に示された区分の様式により作成している。

（注）２ 借入金限度額　　　　５億円

（注）３ 債務負担額なし

科　　　　　　　　　　目
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